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日本の心と、英語の力。 Kinder Kids inc.

アイデアを
お待ちしています！

「Hiraku」では、英語・幼児教育の
最新ニュースやトピックなど皆さまに
役立つ情報をお届けいたします。

皆さまからのご意見・ご要望を
お待ちしています！

・最近気になっていること
・取り上げてほしい話題
・新しいコンテンツ　etc…

「Hiraku」編集部

TEL：06-6135-0150
Mail： hiraku@kinderkids.ed.jp

家事手伝いと生きる力　　Phonics新キャラクター登場
Grad Club Message　　4コマ マンガをつくろう

2. The perfect day for flying our kites!

3. I like flying a kite. Itʼs so much fun, isnʼt it?

4. Letʼs spin our tops over there later!

1. Wow! Itʼｓwindy today!

4 コマ マンガをつくろう
セリフはめこみ例
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家事手伝いと生きる力

お子さんに
家事の手伝いを
させることは
とても重要です。

生きる上で必要な力を
身につけることが
できるからです。

家事手伝いをすることで様 な々能力が身につくと言われています。具体例をいくつか挙げました。

家事の手伝いを実際
に行うと、思ったよりも

負担が大きく、膨大な時間がかかることに子どもは気づく
はずです。そのような経験を通して、工夫することの必要
性を学び、どうやって効率化すれば良いのか考えます。

平成21年に新しくなった学習指導要領には「生きる力」が
掲げられ、その具体的な内容のひとつとして「家庭で自分
の分担する仕事ができること」があげられています。
この記事では、「家事手伝い」に焦点を当てて解説していき
たいと思います。

家事手伝いで育む生きる力

日本では、お手伝いに対して後ろ向きな声も多いかもしれません。
子供にお手伝いをさせるくらいだったら、その分の時間を勉強に
充ててほしいと考える人もいるでしょう。しかし、オーストラリア
などの国では勉強よりもお手伝いをさせることの方が重要と
いう風潮もあります。
「お手伝いをさせていますか？」という質問に対して、アメリカ
や中国などは日本よりも積極的にお手伝いをさせていること
が分かっています。自立を大切にしている国もあるので、そう
いった国民性も関係しているといえるでしょう。

海外のお手伝い事情

実際に子供にはどんな家事をさせれば良いのか、具体的なものを挙げてみました。
たくさんのメリットがある家事手伝いに、ご家庭でも積極的に取り組んでみませんか。

洗剤を入れて実際に洗うのは
難しいと思いますので、まず
はたたむことから始めていき
ましょう。親と一緒に取り組み
やすいので、とてもおすすめ
です。
最初はタオルなどのたたみや
すいものから始めていくと、作
業がしやすいです。
慣れてきたら靴下や上着など
にレベルアップしていきます。

具体的な家事教育の例

洗濯物 料理 玄関掃除

料理は嗅覚などの五感を
刺激してくれるので、楽し
みながら取り組めるのが
特徴です。
スープをかき混ぜたり、炒
めたりするなどの簡単な作
業から始めてみましょう。
やけどなどの危険がある
ので、お子様の作業中は目
を離さないように注意しま
しょう。

靴を揃えたり、棚を拭
いたりするなど多くの
仕事があるのが特徴
です。
上下の動きも多くなる
ので、お子さんの運動
能力を鍛えることにも
繋がります。
靴を揃える習慣は、友
達の家に行ったときも
役立ちます。

お手伝いの頻度とコミニュケーションスキルの関係

「子供の生活力に関する実態調査」報告書〔概要〕
（独立行政法人 国立青少年教育振興機構）より

工夫する力がつく

非認知能力が身に付く

自己肯定感が高まる

非認知能力はIQやテ
ストなどとは違い、数

字で測ることができない能力のことで、「やりぬく力」「社交
性」などを指します。「やり抜く力」については、成功者に必
要な能力としてTEDなどでも話題になりました。

「お手伝い」をすること
で、家族や社会の役に

立っている実感をもつことで自己肯定感が上がり、さまざ
まなことにチャレンジするようになります。メンタル的にも、
大きな成長が期待できるでしょう。
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お手伝い
頻度が高い

43.1%

お手伝い
頻度が普通

30.5%

お手伝い
頻度が低い

18.6%

お手伝いの頻度と課題解決スキルの関係
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お手伝い
頻度が高い

60.8%

お手伝い
頻度が普通

50.9%

お手伝い
頻度が低い

38.8%
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2022年、キンダーキッズのフォニックス キャラクターがリニューアルを迎えることに
なりましたので、皆さんに新しく登場するキャラクターたちをご紹介します！

4月から、Kinder+で新しいフォニックスアイランド・ソングを無料で配信
します。登場するキャラクターをもっとよく知りたいお友だちは新しい
フォニックス・アイランドの本を買って、彼らが住む壮大で多様な世界を
のぞくことができます。

2022年度カレンダーではデザインも新たに
生まれ変わったキャラクターたちが掲載され
ていますので購入された方はお楽しみに！

2022年度から新しいキャラクターが園内、本や動画などあらゆる場面で登場する予定です。
キンダーキッズのフォニックスキャラクターたちにとっても素晴らしい1年になることでしょう。
ひょっとするとアングリーアップルの笑顔も見られるかも...いや、見られないでしょうね。

今回のリニューアルで新キャラクターと交代するキャラクターたちに
ありがとうとさようならを言いたいと思います。

Frozen Frog

Noisy Neighbours

Grumpy Ghost

Quick Quokka
Wobbly Walrus

Noisy Newt
Funny Frog

Greedy Gorilla
Youthful Yak Upset Umbrellabird

Quiet Quokka
Untidy Umpire

Waving Wizard

Yawning Yak

Thank you an
d 

Good-Bye 

our friends!

Here c
ome 

our ne
w frie

nds!

とても
不器用

元気
いっぱい

賢くて
活発

怒りんぼ
さん

はずかし
がり屋

陽気で

Funny

Shareする事を

勉強中

が
リニューアル！

Phonics Character

2022年度カレンダーに
新キャラクターが登場！
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Grad Club
Message

グラッドクラブ事業部 部長
アンディー・アッシャー

����　　����

2021年はGrad Clubにとっても非常に困難な一年でした。催行できた
イベントもあれば、新しいイベントを計画した一方、残念ながら催行
できないイベントもたくさんありました。
その中でもサマーイベントに多くのグラッドメンバーが参加してくれた
ことはGrad Clubにとってもとても嬉しいことでした。神戸のクルージ
ングや香川でのドルフィンスイムなど、子どもたちにとってもとても楽
しい思い出となったことでしょう。また、サマーキャンプ、スピーチコン
テストでの皆さんのパフォーマンス、豪華な場所を貸しきってのクリス
マスパーティーなども素晴らしいものでした。
これからも皆さんのGrad Clubでの経験を特別なものにするために、
私たちは力を尽くし、2022年がより楽しく安全な年であることを願
い、より多くの新しい経験を一緒にできることを楽しみにしています。
皆さんの2022年が幸せに溢れた一年になりますように。

ここ数年イベントが中止になることも多かったです
が、今年は特別なクリスマスパーティーで締めくくる
ことができました。子どもたちの話を聞いたり、ユニ
バーサルスタジオを探検して楽しんだ後の子どもた
ちの興奮した顔を見ると、私たちスタッフも本当に元
気がもらえました。
大勢のキンダーキッズやグラッドクラブのファミリー
が楽しんでいる姿を見ることができて、とても嬉し
かったです。2022年も一緒に素敵な思い出を作っ
ていきましょう！

コロナの影響もあり、2年ぶりの開催となりました。
トナカイの角帽子を使った輪投げ、細かい描写のサ
ンタやエルフの絵をマッチングするゲームなどで楽し
く過ごし、最後は、みんなお楽しみのpass the parcel
をしました。カラフルな筆記用具や人気のキャラク
ターの筆箱を当てた子は大喜びでした!
2022年度のクリスマスパーティーは、2021年度より
パワーアップし、たくさんのグラッドメンバーに参加
してもらえるよう計画しているので是非、楽しみにし
ていてください！

Christmas
Party
by

寒い冬も、元気よくお外遊びをしているタイアード・タートルくんと
インクレディブル・イグアナくん。大空を見上げて楽しそうなふたりですが…。
下の 4つのセリフを参考に吹き出しをうめ、最後にタイトルを
つけてマンガを自由に創作しよう！

セリフはめこみ例は裏表紙へ
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Incredible Iguana
Title

By PHONICS GARDEN

Tired Turtle

2

“I like flying a kite. Itʼs so much fun, isnʼt it?”

“The perfect day for flying our kites!”
“Letʼs spin our tops over there later!” “Wow! Itʼｓwindy today!”

4 コマ マンガをつくろう

Andy Usher 

PIZZA  SALVATORE
  CUOMO

&  GRILL  KAWAS
AKI

12/18
at

Kanto

Universal
Studio Japan

12/11・12
at

Kansai
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